
 
【日本史】210.0-ﾚ 日本の元号  
歴史と元号研究会 著 新人物往来社 
気になる新元号のヒントがいっぱい。 

平成の次の元号を予測してみよう。 

 

【法律】321-ｺ 誰のために法は生まれた 
木庭顕 著 朝日出版社 
追いつめられた、たった一人を守るもの。

それが法とデモクラシーの基なんだ。替えの

きく人間なんて一人もいない。。この授業で

大切なことは、感じること、想像力を研ぎ澄

ませること。最先端の知は、こんなにも愉快

だ！中高生と語り合った５日間の記録。 

 
【ビジネスコミュニケーション】 
336-ﾎ 沈黙がコワい人のための聞き上
手のコツ 初対面でも、相手がどんどん話し
出す!  
本郷陽二 著 朝日新聞出版 
口下手、話し下手でも、アタフタせずに５

分、１０分…会話が続く！効果抜群！コミュ

ニケーションスキルの決定版。 

 

【366 職業紹介】 
366-ﾅ-45 漁師になるには  
大浦佳代 著 ぺりかん社 

大海原に輝く夢を求め海とともに生き

る！世界でも指折りの多彩さを誇る日本の

沿岸でさまざまな漁法・業態で海とともに生

きる漁師たちの姿を紹介。今熱くそのなり手

を求められている漁師への道を解説！ 

 
366-ﾅ-補 22  スポーツで働く 
谷隆一, 藤江亮介 著 ぺりかん社 
夢中になったスポーツを仕事で活かした

い！プロスポーツ選手以外にもスポーツに

関わって働く道は色々あります。数多くの取

材を交え、スポーツで培った経験の活かし方、

体育系の進路を詳しく解説！ 

 

【性問題】367-ｴ LGBT と家族のコトバ  
LGBTER 著 双葉社  

国会議員の「生産性がない」発言や、『新

潮 45』の記事などで議論を巻き起こした

LGBT問題。本書は「娘が息子になった家族」

や「かつては母だった父」、「ゲイ 3 人で同

棲するカップル」など、LGBT当事者とその

家族ら 15 名の赤裸々な半生を掲載。「家族

とは？」「幸せとは？」と問いかける珠玉の

インタビュー集。 

 

【46生物 49医学】 
462-ﾅ 辺野古  海と森がつなぐ命  
中村卓哉 著 クレヴィス  

埋め立て予定地周辺の自然の真実に迫っ

たドキュメント作品２００点余を収録 

 

498-ﾅ 病院というヘンテコな場所が教え
てくれたコト。 現役看護師イラストエッセイ 

仲本りさ 著 いろは出版 
執筆期間、およそ１年半。看護師として働

く傍ら、ひたむきに描き続けたノンフィクシ

ョン２５６ページ。看護師になりたての頃、

苦しんでいた著者に力をくれた人たちの姿

を描きました。２６歳現役看護師、等身大の

イラストエッセイ 

 

【地域】601-ﾌ 地方を変える女性たち  
カギは「ビジョン」と「仕組みづくり」! 

麓幸子 著 日経 BP社 
女性の力を生かせば地方は変わる！１７

人の女性たちが起こした奇跡の数々。その詳

細をロングインタビューで明らかにする！ 

 

 

 

【商業】673-ｼ これだけできれば大丈夫!
すぐ使える!接客 1 年生 お客さまに信頼さ
れる 50のコツ  
七條千恵美 著 ダイヤモンド社 
お客さまの「イラッ」「モヤッ」をなくす

こと！接客１年生に求められるのは、まずは

これです。「そんなのできてる（つもり）」「や

ってる（つもり）」の接客スタッフが、いか

に多いことか…。基本のキから、一緒に学ん

でいきましょう！ 
 
【マンガ】 
☆726-ｵ  透明なゆりかご 1～７ 
 産婦人科医院看護師見習い日記  
沖田×華 著 講談社  

産婦人科でバイトする看護学科の高校生

×華の目線で産婦人科の日常を描く。 
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三刀屋高校図書館 

春らしくなりました。 

 今学期も残すところ一ヶ月となりました。この学年のしめくくりと次学年への準備

の期間になりますね。大忙しでしょう。自分の未来のため、手間を惜しまず、毎日過

ごしましょう。ｂｙ司書 

 

 

新着図書案内 ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 ☆はリクエスト  

 

展示コーナーより 

ガラスケースでは、「カッコいい女子たち」の本を特集中。 

地域や世界で活躍する女性やカッコいい女子が主人公の小説など見習いたところ

満載です。 

館内では、「３．１１をわすれない」と題し、東日本大震災の記録、防災に関す

る関連本を展示。あれから８年、あなたの防災・備災意識は変化しましたか？ 

 

〇図書委員企画 ビブリオバトル 開催 

 3 月 13 日（水）16:20～17:20 図書館 

ビブリオバトル･･･本の魅力をアツく語りあうバトル。豪華賞品（図書カード）も

用意しています。 

詳しいことは掲示されたポスターを見てください。定員 32 名まで！ 

あなたの参加をお待ちしています。 

 

〇蔵書点検のため閉館します 3 月 5 日（火）～8 日（金） 

蔵書点検は、図書館の本があるかどうか、本が壊れていないかなど、チェック

をします。期間中は貸出はできませんし、館内にも入れません。 

返却本がある時は入り口の返却 BOXに入れてください。 

ご不便をかけますが、ご協力お願いします。 

 

図書館からのお知らせ 

 

 



726-ｺ 先生と僕  
夏目漱石を囲む人々 作家篇  

香日ゆら 著 河出書房新社  

日々小説を書き、胃病に悩み、木曜日に門

下たちと語らう。夏目漱石の日常は、内田百

閒・中勘助・芥川龍之介たち若い才能も登場

し、ますますにぎやかに。漱石や友人門下た

ちが遺した文章をもとに、人間漱石の姿と近

代文学史上稀有な師弟関係を描きあげる珠

玉の漱石マンガ、完結篇。 

 

726-ﾅ 聖(セイント)☆おにいさん 14～16 
中村光 著 講談社  
イエスとブッダの立川ライフは今日もに

ぎやか！ 

 
【写真集】748-ｶ 星と海の楽園 
KAGAYA 著 河出書房新社 
生命あふれる海の青と星々の輝く夜空の

青……ＫＡＧＡＹＡが今届けたい、惑星地球

の奇跡。見たこともない美しい世界が広がる

写真集！ 

 

【言語】813-ｱ 朝日キーワード 2020  
朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 

日本と世界の「いま」を徹底解説。 

 
【913 日本の小説】 
913-ｳ この恋は世界でいちばん美しい雨  
宇山佳佑 著 集英社  

駆け出しの建築家・誠と、カフェで働く日

菜。雨がきっかけで恋に落ちた二人は、鎌倉

の海辺の街で愛にあふれた同棲生活を送っ

ていた。しかし、ある雨の日、バイク事故で

瀕死の重傷を負ってしまう。目を覚ました彼

らの前に、“案内人”と名乗る喪服姿の男女

が現れる。そして誠と日菜は、二人合わせて

二十年の余命を授かり、生き返ることになる

のだが、それは、互いの命を奪い合うという、

あまりにも苛酷で切ない日々のはじまりだ

った―。『桜のような僕の恋人』の著者が贈

る、胸打つ長編小説。 

 

913-ｴ 5分後に緊迫のラスト 
エブリスタ 編 河出書房新社 
小説投稿サイト・エブリスタに集まった

400万作超の中から、10代の「読みたい」

だけを集めた大人気短編集シリーズ！スピ

ード感満載。ハラハラする話、７作収録！ 

 

913-ｵ そして 8日目に愛を謳った。 
沖田円 著 小学館  

わたしはこの世界が嫌いだ。そんな気持ち

を隠して無難に生きてきた女子高生の佐伯

真魚。ある日、手紙で呼び出され校舎の屋上

に向かった真魚は、そこでクラスメイトの九

条シキから奇妙な話を聞く。「聞いて、佐伯

さん。あと七日で世界が終わるんだ」このま

ま世界を滅ぼすか。それとも自分の存在を消

すか。天使の羽を持つ九条は、真魚をその究

極の選択者に選んだという。信じられない真

魚だったが、翌日、教室から見るいつもの景

色から、何かが失われていることに気づき―。

世界の終わりまでの一週間。真魚が見つけた

“答え”とは？感動の青春小説！ 

 

913-ｶ この嘘がばれないうちに 
川口俊和 著 サンマーク出版 
愛する人を想う気持ちが生み出した、不器

用でやさしい４つの「嘘」。「過去にいられる

のは、コーヒーが冷めるまでの間だけ」不思

議な喫茶店フニクリフニクラにやってきた、

４人の男たち。どうしても過去に戻りたい彼

らの口には出せない本当の願いとは…？ 

 

913-ｻ マンガでわかる源氏物語 
砂崎良 著 池田書店  

色好みの貴公子か、天下を狙う野心家か、

光源氏の正体に迫る…。艶やかな恋物語にし

て壮大な歴史フィクション「源氏物語」を読

み解く。 

 

913-ﾀ トラペジウム  
高山一実 著 KADOKAWA 
乃木坂４６から初の小説家デビュー！ 

現役トップアイドルが、アイドルを目指すあ

る女の子の 10 年間を描いた感動の青春小

説！高校 1 年生の東ゆうは「絶対にアイド

ルになる」ため、己に４箇条を課して高校生

活を送っていた。「SNS はやらない」「彼氏

は作らない」「学校では目立たない」「東西南

北の美少女を仲間にする」……？努力の末、

ついに東西南北の“輝く星たち”を仲間にし

た東が、高校生活をかけて追いかけた夢の結

末とは！？ 

 

913-ﾆ そこにいるのに  
似鳥鶏 著  河出書房新社  

曲がってはいけない Y 字路、見てはいけ

ない URL、剥がしてはいけないシール……

読み進めるほど後悔する、13の恐怖と怪異

の物語。本格ミステリ界の旗手が挑む初のホ

ラー短編集！怖すぎて面白すぎる、１３の怪

異の物語！ 

 

913-ﾊ この川のむこうに君がいる 
濱野京子 作 理論社  

ここでは、だれも、わたしを知らない。新

たな地で、高校生活をはじめた梨乃は、福島

から来た遼と出会う。震災から三年後、十六

歳の心の軌跡。 

 

☆913-ﾐ 愛なき世界  
三浦しをん 著 中央公論新社  

恋のライバルは草でした（マジ）。洋食屋

の見習い・藤丸陽太は、植物学研究者をめざ

す本村紗英に恋をした。しかし本村は、三度

の飯よりシロイヌナズナ（葉っぱ）の研究が

好き。見た目が殺し屋のような教授、イモに

惚れ込む老教授、サボテンを巨大化させる後

輩男子など、愛おしい変わり者たちに支えら

れ、地道な研究に情熱を燃やす日々…人生の

すべてを植物に捧げる本村に、藤丸は恋の光

合成を起こせるのか！？道端の草も人間も、

必死に生きている。世界の隅っこが輝きだす

傑作長篇。 

 

914-ｲ 抱きしめられたい。 
糸井重里 著 ほぼ日  

「さよなら」という瞬間には、まだ「さよ

なら」はできてない。そのことばを、たがい

に聞いているからね 

 

【914 エッセイ】 
☆914-ｶ これからはあるくのだ 
角田光代 著 文藝春秋  
自分が住んでいる町で道に迷い、路上で詐

欺にひっかかり、飛行機が嫌いなのに海外旅

行に出かけてしまうカクタさん。騙されても

理不尽な目に遭っても自らの身に起こった

事件を屈託なく綴るエッセイ集。そのボケッ

ぷりとユニークな発想は、少女時代から大炸

烈！大人になってよかった、と思える一冊で

す。 

 

914-ﾖ 吉本ばななが友だちの悩みにつ
いてこたえる  
吉本ばなな 著 朝日新聞出版 
私であれば、このように対処します。10

～60代の友だちづきあいの疑問に、具体的

な処方箋がいっぱい。他人との距離の取り方、

どのようにふるまえばよいかの「基本のき」

を親身に正直に語ります。多くの困難を生き

て、人びとの声に耳を傾けてきた著者による

36の心をこめた名回答。 

 
【933 英米小説】 
933-ﾍ 変化球男子  
M・G・ヘネシー 作 鈴木出版 
体は女子、脳と心は男子として生まれたシ

ェーンの願いは、男として生きること。3年

前ロスに引越してきたときには男子として

転入し、野球に熱中する毎日を送っていた。

ところがある日、女子だった頃の写真が拡散

されてしまう。 

LGBT の子どもが生き方を選ぶとき、両

親の理解とサポート、医学的アプローチや精

神的なケア、理解者の存在、そして友だちの

存在が不可欠。主人公と同世代の子どもたち

も大人も身構えずに読んでみて欲しい、さわ

やかな青春ドラマ。 

 


